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はじめに 

 

我が国では、平成 10 年に初めて年間の自殺者数が 3 万人を超え

て以来、高い水準で推移していました。平成 18 年には自殺対策基本

法が制定されて以降、「個人の問題」と認識されがちであった自殺は

広く「社会の問題」と認識されるようになり、国・都道府県・市町村

をはじめとした関係者による取組により、自殺者数の年次推移は減少傾向にあるな

ど、着実に成果を上げてきております。しかし、依然として、毎年 2 万人を超える尊

い命が失われ続けており、決して楽観できる状況にはありません。本町におきまして

も、健康施策を中心にすべての住民が健康に元気で暮らせるよう町づくりを進めて

まいりましたが、今、より「いのち」を一層大事にする取組が求められています。  

その中で、平成 28 年 4 月に国の「改正自殺対策基本法」が施行され、各市町村に

生きることの包括的な支援を基本理念とした、市町村自殺対策計画策定が義務づけ

られました。さらに、平成 29 年 7 月には「自殺総合対策大綱」が見直されておりま

す。三重県では、平成 30 年 3 月に「第３次三重県自殺対策行動計画」が策定されて

います。 

御浜町では平成 23 年度より自殺予防として、メンタルパートナーの養成・心の健

康づくり講演会の開催、自殺対策強化月間や自殺予防週間での啓発等に取り組んで

まいりましたが、自殺の多くは追い込まれた末の死ということが言われており、生き

ることの阻害要因を減らし、生きることの促進要因を増やしていくことが喫緊の課

題となっております。このことから、本町では「いのち支えあう御浜～誰もが自殺に

追い込まれることのない御浜町をめざして～」を基本理念とした「御浜町自殺対策計

画」を作成いたしました。 

この計画では、本町における自殺対策を総合的に推進するための具体的な施策を

定めており、今後は本計画に基づいて、関係機関との連携を一層強化しながら、「自

殺は防ぐことができる」という信念のもとに、総合的な対策に取り組んでまいります。 

結びに、以前より自殺予防対策にご協力ご支援をいただいた町民の皆様、また本計

画策定にあたり、貴重なご意見をいただきました関係各位の皆様に心から感謝申し

上げます。 

平成 31 年 3 月    御浜町長 大畑 覚  
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関連計画 

 ・御浜町健康増進計画 平成 29 年度～平成 32（2020）年度 

 ・御浜町地域福祉計画 平成 29 年度～平成 33（2021）年度 

・御浜町社会福祉協議会地域福祉活動計画 平成 29 年度～平成 33（2021）年度 

 

 

第 1節 趣旨 

 我が国の自殺者数は、平成 10 年以降平成 23 年まで年間 3 万人を超える深刻な状態でしたが、平成 21

年以降は 7 年連続で減少しています。しかしながら、人口 10 万人あたりの自殺死亡率は世界の主要先進

7 か国の中では最も高く、年間自殺者数も依然として 2 万人を超えるという非常事態が続いています。 

 平成 18 年に制定された自殺対策基本法は、平成 28 年に改正され、その中で各都道府県及び市町村は

自殺対策計画を策定することとされたところです。 

 このため、御浜町としても町の自殺対策計画を策定し、「生きることの包括的な支援」として、地域全

体で自殺対策に取組み、「誰も自殺に追い込まれることのない御浜町」の実現を目指します。 

 

第 2節 計画の位置づけ 

 本計画は、自殺対策基本法第 13 条第 2 項に定める「市町村自殺対策計画」であり、国の自殺対策基本

法の基本理念や「自殺総合対策大綱」の基本認識や方針を踏まえて策定します。 

 また、県の「第 3 次三重県自殺対策行動計画」や本町の「第 5 次御浜町総合計画後期基本計画」、「御

浜町地域福祉計画」「御浜町健康増進計画」などの関連計画との整合性を図ります。 

 

                 

 

 

 

     

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（国）自殺総合対策大綱 平成 29 年 7 月公表 概ね 5 年を目処に見直し 

御浜町自殺対策計画 平成 31 年度～35 年度 

（2019 年度～2023 年度） 

第 5 次御浜町総合計画後期基本計画 

平成 28 年度～平成 32（2020）年度 

「思いやりと自然があふれるまち・みはま    

     みんなが輝く希望と活力あるまちづくり」 

第１章 計画策定の趣旨 

 

基本認識 

基本方針 

（県）第３次三重県自殺対策行動計画 平成 30 年～平成 34（2022）年度 
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第 3節 計画の期間 

 国の自殺総合対策大綱が概ね 5 年を目処に見直しが行われることを踏まえ、本計画の推進期間は平成

31 年度から平成 3５（2023）年度までの 5 年間とします。 

 

第 4節 計画の数値目標 

 自殺対策基本法において示されているとおり、自殺対策を通じて目指す姿は、「誰もが自殺に追い込ま

れることのない社会」の実現です。その実現に向けては、対策を進めるうえでの具体的な数値目標等を定

めるとともに、それらの取組がどのような効果を上げているかといった検証も行っていく必要がありま

す。 

 国は、平成 29 年 7 月に閣議決定した「自殺総合対策大綱」において、平成 38（2026）年までに人口

10 万人当たりの自殺者数（以下、「自殺死亡率」という）を、平成 27 年と比べて３０％以上減らし、１

３．０以下とすることを定めました。 

 このような国の方針を踏まえながら、本町の自殺対策計画の目指すべき目標値としては、平成 25 年か

ら平成 29 年の自殺死亡率の平均値が １０．９（自殺者数は単年度５人以下）と、すでに国の目標を達

成しているため、平成 25 年から平成 29 年と比較して平成 35 年（2023）までの 5 年間で、年間の自殺

者数が減少することを目指します。  
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＊自殺の統計については、「御浜町 地域自殺実態プロファイル 2018」（自殺総合対策推進センター） 

基づいています。（平成 25 年～平成 29 年） 

＊各現状について、主に平成 25 年から平成 29 年までの集計を用いて表していますが、単年度及び期間

での実数が少ないため、それぞれの特徴には偏りが生じていると考えられます。 

 

第１節 自殺の現状 

（１）自殺者数の推移 

 本町の自殺者数は、平成 17 年から平成 20 年にかけて 5 人を越えていた時期もありましたが、地域自 

殺実態プロファイルによると、平成 25 年から平成 29 年までの年間自殺者数は、年による増減はありま 

すが、平均 1.0 人となっています。（図１、表１） 

 

図１ 長期的な推移（御浜町）

 
 

表１ 全般的な状況 

  統計の種類 H25 H26 H27 H28 H29 合計 平均 

御浜町 

自殺の統計 自殺者数(自殺日・住居地) 2 0 2 0 1 5 1.0 

人口動態統計 自殺者数 2 0 2 0 2 6 1.2 

自殺の統計 自殺死亡率(自殺日・住居地) 21.4 0.0 21.7 0.0 11.1 - 10.9 

全 国 自殺の統計 自殺死亡率(自殺日・住居地) 21.1 19.6 18.6 16.9 16.5 - 18.5 

 

 ※自殺の統計 自殺者数（自殺日・住居地） 

：「地域における自殺の基礎資料」を指します。厚生労働省が警察庁の「自殺統計」*に基づき、毎月集計

を実施しているものです。 

 ※人口動態統計 自殺者数 

  ：住所地を元に死亡時点で計上され、日本における日本人を対象とします。 

   自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明なときは自殺以外で処理しており、死亡診断書などについて 

作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。  

※警察庁「自殺統計」* 

：総人口を対象（日本における外国人を含む）とし、捜査等により自殺であると判明した時点で、自殺統 

計原票を作成し、計上しています。 

第 2章 御浜町の自殺をめぐる現状 
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人口 10 万人あたりの自殺死亡者数を表す自殺死亡率は、5 年間の平均で 10.9 であり、三重県（18.1）

及び全国（18.5）よりも低い状況となっています。（図２、表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ25～29 年 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 

御浜町 自殺率 10.9 21.4 0.0 21.7 0.0 11.1 

三重県 自殺率 18.1 20.7 18.1 18.8 15.2 17.9 

全 国 自殺率 18.5 21.1 19.6 18.6 16.9 16.5 

 

 

（２）性別・年代別の特徴 

 性別の自殺者数の割合は、平成 25 年から平成 29 年までの合算で見ると、男性が 100％です。 

 三重県（男性 70.3％、女性 29.7％）や全国（男性 68.9％、女性 31.1％）と比較すると、男性の割 

合が高い傾向にあります（但し、実数が少ないため必ずしも高いとは言い切れない）。（図３） 
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図２ 自殺率の推移

（人口10万対）

御浜町 三重県 全国

表２ 自殺率の推移 

図３ 性別構成割合  

 ※Ｈ25～29 年の各年次確定値を合算 
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年齢別の自殺者数の割合は、60 歳代に高い傾向となっています。   

三重県や全国では４0 歳代から 60 歳代が高く、次いで 70 歳代・30 歳代に高い傾向となっています。

（図４） 

 

（３）同居人の有無 

 60 歳以上の自殺者数を同居人の有無で見ると、同居人の有る人が 100%となっています。 

三重県（同居人有り 73％、同居人無し 27.1％）や全国（同居人有り 68.8％、同居人無し 31.2％）と同

様、同居人が有る人に多い傾向となっています。（図５） 

 

 

（４）自殺未遂歴*の有無                           *以後未遂歴とする 

 平成 21 年から平成 28 年における本町の自殺者のうち、亡くなる前に自殺未遂の経験があった人の割

合は、0.0％です。 

 三重県（未遂歴あり 19.0％、未遂歴なし 54.3％、不詳 26.7％）や全国（未遂歴あり 19.7％、未遂 

なし 61.0％、不詳 19.4％）と比較し、自殺未遂歴のある人の自殺は少ない傾向となっています。(図６) 

68.8%

73.0%

100%

31.2%

27.1%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 国

三重県

御浜町

図５ 同居人の状況

同居人有り 同居人無し

※Ｈ25～29 年の各年次確定値を合算 

図４ 年齢別構成割合 

※Ｈ25～29 年の各年次確定値を合算 
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第 2節 自殺の原因 

（１） 自殺の原因（危機経路） 

 自殺の原因は単純ではなく、多くの場合さまざまな要因が重なって、自殺に至るといわれています。 

 下記は、ＮＰＯ法人自殺対策支援センターライフリンクが行った「自殺実態 1000 人調査」から見え 

てきた、「自殺の危機経路（自殺に至るプロセス）」です。（図７） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7%

19.0%

0%

61.0%

54.3%

100%

19.4%

26.7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 国

三重県

御浜町

図６ 自殺未遂歴の有無

未遂歴あり 未遂歴なし 不詳

※Ｈ25～29 年の各年次確定値を合算 

出典：NPO 法人ライフリンク「自殺の危機経路」 
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 丸の大きさは要因の発生頻度を表しています。丸が大きいほど、その要因が抱えられていた頻度が高 

いということです。 

また、矢印の太さは、要因と要因の連鎖の因果関係の強さを表しています。矢印が太いほど、因果関係 

が強いということを表しています。 

自殺の直接的な要因としては、「うつ状態（精神疾患）」の円が最も大きくなっています。うつ状態に至 

るまでには種々の要因が加重して、最終的にうつ病などの心の病に至ることが多いとされます。また、

「事業不振」と「失業」といった業務関連の問題と「身体疾患」の二つが、他の要因を惹起する波及効果

が高いとされます。自殺で亡くなった人では、「平均 4 つの要因」を抱えていたことがわかっています。  

 

（２）自殺の危機経路の事例 

 国が作成した自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター提供）では、男女別・年齢別等の、

生活状況別の自殺の背景にある主な危機経路の例が示されています。（表３） 
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表３ 生活状況別の自殺の背景にある主な危機経路の例 

生活状況 背景にある主な危機経路の例 

男性 20～39 歳 有職 同居 職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企業)→パワハラ＋過労→うつ状

態→自殺 

独居 ①【正規雇用】配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗→

うつ状態→自殺／②【非正規雇用】（被虐待・高校中退）非正規雇用→生

活苦→借金→うつ状態→自殺 

無職 同居 ① 【30 代その他無職】ひきこもり＋家族間の不和→孤立→自殺 

② 【20 代学生】就職失敗→将来悲観→うつ状態→自殺 

独居 ① 【30 代その他無職】失業→生活苦→多重債務→うつ状態→自殺 

② 【20 代学生】学内の人間関係→休学→うつ状態→自殺 

40～59 歳 有職 同居 配置転換→過労→職場の人間関係の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自

殺 

独居 配置転換（昇進/降格含む）→過労＋仕事の失敗→うつ状態＋アルコール

依存→自殺 

無職 同居 失業→生活苦→借金＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

独居 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

60 歳以上 有職 同居 ① 【労働者】身体疾患＋介護疲れ→アルコール依存→うつ状態→自殺 

② 【自営業者】事業不振→借金＋介護疲れ→うつ状態→自殺 

独居 配置転換／転職＋死別・離別→身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 同居 失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

独居 失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→将来生活への悲観→自殺 

女性 20～39 歳 有職 同居 離婚の悩み→非正規雇用→生活苦＋子育ての悩み→うつ状態→自殺 

独居 ① 非正規雇用→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

② 仕事の悩み→うつ状態→休職／復職の悩み→自殺 

無職 同居 DV 等→離婚→生活苦＋子育ての悩み→うつ状態→自殺 

独居 ① 【30 代その他無職】失業→生活苦＋うつ状態→孤立→自殺 

② 【20 代学生】学内の人間関係→休学→就職失敗＋うつ状態→自殺 

40～59 歳 有職 同居 職場の人間関係＋家族間の不和→うつ状態→自殺 

独居 職場の人間関係＋身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 同居 近隣関係の悩み＋家族間の不和→うつ病→自殺 

独居 夫婦間の不和→離婚→生活苦→うつ状態→自殺 

60 歳以上 有職 同居 介護疲れ＋家族間の不和→身体疾患＋うつ状態→自殺 

独居 死別・離別＋身体疾患→うつ状態→自殺 

無職 同居 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

独居 死別・離別＋身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

出典：JSSC 御浜町 地域自殺実態ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 2018 更新版 
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第１節 基本的な考え方 

（１）基本理念 

 

 自殺対策総合大綱では、自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、「いのち支え

る自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指

します。 

 

第 2節 自殺対策への取組について 

 本町においても、「いのち支えあう御浜～誰も自殺に追い込まれることのない御浜町を目指して～」を

基本理念とし、国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、地域自殺対策の推進のためにすべ

ての自治体で取り組むことが望ましいとされている「基本施策」と、自治体の地域特性に応じて、地域に

おける自殺対策をより効果的に実施するために付加することが望まれる「重点施策」を組み合わせた上

で、7 つの自殺対策に関する施策について、既存の取組の強化・新規取組の展開に全庁挙げて取り組むと

ともに、関係機関・団体、住民との連携を図り、一体となって推進していきます。 

 いのち支えあう御浜 自殺対策施策 7本柱 

１．地域・役場組織内におけるネットワークの強化 

２．自殺対策を支える人材の育成強化 

３．町民の皆さんへのお知らせと知識の共有 

４．生きることの促進要因への支援 

５．児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

６．高齢者への支援 

７．失業・無職・生活に困窮している人への支援 

 

第３章 自殺対策における取組 

いのち支えあう御浜 

～ 誰も自殺に追い込まれることのない御浜町を目指して ～ 

 

基本理念 
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 本町においては、優先的な課題となりうる重点施策として、６・7 の施策を挙げています。 

全国的な高齢化の進行の中で、本町でもより早いスピードで高齢化率が高まっており、総人口に占める高

齢者数が増加しています。また、年代別の自殺者では 60 代の割合が高くなっていることからも、高齢者

と自殺リスクを抱えることの少なくない生活困窮者に対する取組が必要と考えられます。 

主な取組、また、各課の取組の詳細・内容については、「第 5 章 資料」を参照ください。各施策での主

な取組事業については、*印を付けています。 

 

第 3節 いのち支えあう御浜 自殺対策施策 7本柱 

 

 

 自殺対策がその効果を発揮するためには、国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、町民などが

連携・協働して、自殺対策を推進することが必要です。 

 なかでも、「誰も自殺に追い込まれることのない御浜町」を実現するために基盤となる取組が、地域に

おけるネットワークの強化です。これには、自殺対策に特化したネットワークの強化だけでなく、他の目

的で地域に展開されているネットワークなどと、自殺対策との連携の強化も含みます。特に、自殺の要因

となりうる分野のネットワークとの連携を強化していきます。  

 

▼主な取組 

（１）庁内における連携・ネットワークの強化 

●御浜町自殺対策計画推進連絡会議  

 ●総合相談・支援事業(高齢者)                      （以上 健康福祉課） 

 

（２）地域における連携・ネットワークの強化 

 ●紀南地域自殺対策連絡会 

 ●地域自立支援協議会  

 ●連携会議(子ども)  

 ●地域包括ケア会議(高齢者)                       （以上 健康福祉課） 

 

（３）特定の課題に関する連携・ネットワークの強化 

 ●いじめ問題対策連絡協議会 ＊いじめ問題対策審議会              （教育委員会） 

●紀南地域自殺対策連絡会：自殺未遂者に関する救急指定病院との連携        （健康福祉課） 

  

施策１ 地域・役場組織内におけるネットワークの強化 
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 地域で様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して、早期の「気づき」が重要であり、「気づき」の

ための人材育成の方策を充実させる必要があります。具体的には、保健、医療、福祉、教育、労働その他

の関連領域の方、町民に対して誰もが早期の「気づき」に対応できるよう、必要な研修の機会の確保を図

ることが求められます。 

 地域の中で、早期の「気づき」の役割を担う人が増えることで、生き心地の良い社会につながり、誰も

自殺に追い込まれることのない御浜の実現を目指します。 

また、本町では、相談支援に携わる職員はもちろん、「すべての町職員」が早期に住民の SOS に気づ

き、関係機関と速やかに連携・支援ができるよう、研修などの機会を充実させます。 

 

▼主な取組 

（１）町職員・関係機関に対するもの 

 ●こころの健康づくり事業：メンタルパートナー*養成講座等の実施        （健康福祉課） 

 ●職員の研修事業：メンタルヘルス研修等                     （総務課） 

 ●いじめ問題対策連絡協議会：研修会の実施                  （教育委員会） 

 

（２）民間団体を対象としたもの 

 ●こころの健康づくり事業：依頼のあった団体にメンタルパートナー*養成講座等の実施 

                                       （健康福祉課） 

 

（３）町民を対象としたもの 

 ●こころの健康づくり事業：こころの健康づくり講演会の開催など         （健康福祉課） 

 

＊メンタルパートナー又はゲートキーパー 

 

  

施策２ 自殺対策を支える人材の育成強化 
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 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こりうる危機」ですが、危機に陥った人の心情や背景が

理解されにくい現実があります。また、早期の「気づき」が得られても、町民が相談機関や相談窓口の存

在を知らなければ、誰かが問題を抱えた際に適切な支援へとつなげることができません。 

危機に陥った人の心情や背景への理解を深めることを含めて、いのちや生活の危機に陥った場合には

誰かに援助を求めることが適当であるということが、社会の共通認識となるように積極的に普及啓発を

行う必要が有ります。 

 また、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、誰かに援助を求めることが適当であるということの理

解を促進することを通じて、自分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思いに

寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくという、自殺対策における

町民一人ひとりの役割などについての意識が共有されるよう、広報活動などを通じた啓発を進めていき

ます。 

 

▼主な取組 

（１）各種メディア・媒体などを活用した啓発 

 ●行政の情報提供・広聴に関する事務（広報などによる情報発信）          （総務課） 

 ●こころの健康づくり事業：広報・防災無線・情報誌等             （健康福祉課） 

 

（２）町民向け講演会等の機会を活用した啓発 

 ●人権講座の開催・啓発活動の実施                        （住民課） 

 ●こころの健康づくり事業：３月の自殺対策強化月間等に合わせた講演会の開催  （健康福祉課） 

  

施策３ 町民の皆さんへのお知らせと知識の共有 
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 自殺に追い込まれる危険性が高まるのは、「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が、「生きる

ことの促進要因（自殺に対する保護要因）」を上回った時です。そのため、「生きることの阻害要因」を減

らす取組に加えて、「生きることの促進要因」を増やす取組が、個人においても社会においても自殺リス

クを低下させることにつながります。 

 本町では、「生きることの促進要因」の促進につながる事業を展開していきます。 

 

▼主な取組 

（１）生きることの阻害要因を減らす支援（居場所活動を含む） 

 ●行政・人権・心配ごと相談 

 ●多重債務者住民相談 

 ●無料法律相談 

 ●司法書士無料法律相談  

●避難所運営マニュアル作成事業                      （以上 住民課） 

 ●地域福祉推進事業：我が事・丸ごと事業                        

 ●生活困窮、生活保護に関する相談受付事務 

●母子保健事業：産婦健康診査、産後ケア事業等                （以上 健康福祉課） 

 

（２）生きる促進要因を増やす支援 

 ●交通対策事業                                        （企画課） 

 ●町営住宅に係る事務                                     （建設課） 

 ●農林経営支援業務                               (農林水産課) 

●福祉バスの運行                               （健康福祉課） 

 

（３）支援者への支援 

 ●要保護児童対策協議会                            （健康福祉課） 

 

  

施策４ 生きることの促進要因への支援  
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 児童生徒の SOS の出し方に関する教育については、自殺予防の知識を授ける特別なプログラムとして

位置づけるのではなく、「生きる包括的な支援」として「困難やストレスに直面した児童・生徒が信頼で

きる大人に助けの声をあげられる」ということを目標として、学校の教育活動として授業を実施していく

ことが望まれています。 

 また、関係機関による状況の共有や課題分析、人権問題に対する啓発を通じた受け皿整備を推進しま

す。 

 

▼主な取組 

（１）児童・生徒及び、関係者への支援 

●スクールカウンセラー派遣事業 

●熊野教育支援センターとの連携事業 

●各種相談窓口の周知                          （以上 教育委員会） 

 

（２）児童・生徒を支える人々への支援 

●いじめ問題対策連絡協議会 ＊いじめ問題対策審議会              （教育委員会） 

 ●人権講座の開催・啓発活動の実施                          (住民課) 

 ●連携会議                                  （健康福祉課） 

 

  

施策５ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 
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 本町の自殺者のうち、60 歳代以上の割合は、平成 25 年から平成 29 年の 5 年間では 6０％と、高い

割合を占めています。 

また、全国的な高齢化の中で、町においても総人口が減少する中で高齢者数が増加しており、高齢化率

は平成 27 年には 37.5％となっています。 

 今後高齢化が進行するにつれ、家族や地域との関係の希薄化が懸念されます。高齢者は社会的な孤立や

孤独に陥りやすく、閉じこもりや抑うつ状態にもなりやすいことから、地域包括ケアシステム等の施策と

連動した事業の展開を図る必要が有ります。 

 

▼主な取組 

（１）高齢者の自殺リスクの早期発見・早期支援など 

 ●総合相談・支援事業                             （健康福祉課）  

 

（2）生活不安を抱える高齢者に対する支援 

●ふれあい収集サービス                            （生活環境課） 

●福祉バスの運行                               （健康福祉課） 

 

（３）地域の支え合い活動（居場所活動）の充実 

●生活支援体制整備事業                            （健康福祉課） 

 

（４）支援者への支援や連携、基盤整備 

●地域包括ケア会議                              （健康福祉課） 

  

施策６ 高齢者への支援 



第３章●自殺対策における取組                                                  

16 

  

 

 

 生活に困窮している人は、その背景として、単に経済的な困窮だけでなく、心身の健康や家族との人間

関係、ひきこもりなど、他の多様かつ広範な問題を複合的に抱えていることが多くあります。 

 このような、複合的な課題をかかえる生活困窮者の中には、自殺リスクを抱える人が少なくありませ

ん。そのような実情を踏まえ、生活困窮者自立支援制度に基づく支援と自殺対策施策が密接に連携し、経

済や生活面の支援のほか、心の健康や人間関係などの視点も含めた包括的な支援を行う必要があります。 

 

▼主な取組 

（１）生活困窮を抱えたハイリスク者に対する支援 

 ●多重債務者住民相談                               （住民課） 

 ●滞納者への納税相談                               （税務課） 

 ●町営住宅に係る事務                               （建設課） 

 ●上下水道料金及び下水道受益者負担金徴収業務                 （生活環境課） 

 ●生活困窮、生活保護に関する相談受付事務                    （健康福祉課） 

 

（２）経済的困難を抱える子どもへの支援 

 ●要準要保護児童生徒就学援助費の支給                     （教育委員会） 

  

施策７ 失業・無職・生活に困窮している人への支援 
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第１節 計画の周知 

 本計画を推進していくために、町民一人ひとりが自殺対策への重要性を理解し、取組を行えるよう、 

本町のホームページなどの多様な媒体を活用し、本計画の町民への周知を行います。 

 

第２節 計画の推進体制 

本町の自殺対策を推進するため、関係機関や民間団体などで構成する紀南地域自殺対策連絡会におい 

て、連携を強化し、それぞれの分野で課題を探ります。 

 

紀南地域自殺対策連絡会 

構成 精神科医療機関 

 救急指定病院 

 警察署 

 消防本部 

障がい者総合相談支援センター 

市町担当 

熊野保健所 

こころの健康センター 

事務局 熊野保健所 

取組 ・自殺の現状把握に関すること 

・自殺対策を推進するための取組に関すること 

・自殺予防・こころの健康づくりを推進する取組に関すること 

・各関係機関の役割や連携の強化に関すること 

 

また、御浜町自殺対策計画推進連絡会議において、事業の推進に努めるとともに、進行状況の確認、評

価を行います。 

 

御浜町自殺対策計画推進連絡会議 

構成 町長、副町長、教育長 

各課課（局・室）長、各課参事・特命監 

取組  ・自殺対策計画の策定及び総合的な自殺対策の推進に関すること 

 ・自殺に関する現状把握及び調査・分析に関すること 

 ・関係機関等と連携した自殺対策を推進するための取組に関すること 

 ・その他、自殺対策推進に関すること 

 

  

第４章 自殺対策の推進体制 
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１ 御浜町 生きる支援事業一覧                ※主な取組事業には*を付けています 

担当課 事業名 事業概要 
自殺対策の視点を加えた 

実施内容 

関連
施策 
番号 

 

総務課 

 

職員の研修事業

* 

新任研修 

昇任時等研修  

メンタルヘルス研修 

▼職員研修の 1 つとして、自殺対策に関する

講義を導入することで全庁的に自殺対策を推

進するためのベースとなり得る 

2 

職員の健康管理

* 

職員の心身の健康保持 

(職員定期健康診断、ストレスチェック） 

健診後の経過確認 

▼住民からの相談に応じる職員の、心身面の

健康の維持増進を図ることで、自殺総合対策

大綱にも記載されている「支援者への支援」と

なる可能性がある 

▼高ストレス職員に対しては産業医の面談を

実施する 

2 

行政の情報提

供・広聴に関す

る事務* 

（広報等による

情報発信） 

行政に関する情報・生活情報の掲載と 

充実 

自治体のホームページによる情報発信 

広報誌等の編集・発行 

▼住民が地域の情報を知る上で最も身近な情

報媒体であり、自殺対策の啓発として、総合相

談会や居場所活動等の各種事業・支援策等に

関する情報を直接住民に提供する機会になり

得る 

とりわけ「自殺対策強化月間（３月）」や「自

殺予防週間（９月）」には特集を組むなどする

とより効果的な啓発が可能となる 

3 

 

企画課 

交通対策事業* 

自主運行バス事業 

：御浜町・熊野市の共同で、広域バスを

運行 

タクシー料金助成事業 

：自家用車を所有していない世帯の方 

（一定要件を満たした方のみ）を対象 

に、タクシー料金の一部を助成 

▼住民の身近な公共交通として、通院や買い

物など生活上の移動手段を確保することで、

社会参加や住民同志の交流の促進、地域に溶

け込む機運の醸成につなげる 

4 

商工振興事業 

シルバー人材センター運営補助 

：シルバー人材センターの安定的な運営 

を支援するため補助金を交付 

▼誰もが生涯を通じて、いきいきとした社会

生活が送れるよう、高齢者の雇用機会の拡充

や学びや交流の場を充実するためシルバー人

材センターの運営を支援する 

6 

 

  

住民課 

 

 

 

人権講座の開催 

啓発活動の実施

* 

あらゆる人権問題についての学習の機

会を住民の方々に提供するため、人権講

座を開催 

御浜町人権教育推進連絡会議と連携し、

講演会の開催や啓発活動の実施 

 

▼講演会等の中で自殺問題について言及する

など、自殺対策を啓発する機会とし得る 
3 

第５章 資料 
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住民課 

 

行政・人権・ 

心配ごと相談* 

「行政への要望・苦情・意見」「人権問題

に関すること」「その他の心配ごと全般」

に関する相談受付 

：毎月 1 回 

▼各種相談を総合的に受ける窓口は、自殺者

の多くが複数の問題を抱えていることから

も、潜在的な自殺リスクの高い人々をキャッ

チする上で重要となる 

▼相談対応を行う職員に各種研修を受講して

もらうなど、対応や連携する可能性のある地

域の相談機関等に関する情報を知っておいて

もらうことで、その職員がつなぎ役としての

対応を取れるようになる可能性がある 

4 

無料法律相談* 

住民生活上のトラブルを抱えた方に対

し、専門家への相談機会を提供 

：毎月 1 回（要予約） 

▼弁護士相談に至る住民の方は、抱えている

問題が深刻であったり、複合的であるなど、自

殺リスクの高い方が含まれていると思われる 

4 

司法書士無料 

法律相談* 

高齢化率の高い山間部の地域において、

司法書士による登記、相続、成年後見人

制度などの日常の様々な法律相談の場

を提供 

：年３回  

▼法律相談に至る住民の方は、一人で問題を

抱えていること等が考えられ、潜在的な自殺

リスクの高い人々をキャッチする上で重要と

なる 

4 

多重債務者住民

相談* 

「金融機関などへの返済」など、多重債

務で悩んでいる方への相談受付（多重債

務専任相談員は司法書士） 

：毎月 1 回（要予約） 

▼債務に関して相談のある住民は、生活面で

問題をかかえていたり、困難な状況にある可

能性がある 

4 

7 

第三者行為求償

の相談 

交通事故など、第三者の行為によって医

療が必要となった際の後期高齢者医療

や国民健康保険での医療とその医療費、

加害者への請求についての相談対応 

▼第三者行為求償を行う住民は、肉体的な損

傷や相手との交渉等によって精神的な被害を

受ける可能性がある 

4 

避難所運営マニ

ュアル作成事業 

公民館などは、災害発生後、住民の重要

な避難施設となることから、誰もが避難

所の開設･運営ができるよう、各施設に

応じたマニュアルを作成 

▼避難所運営マニュアル作成において、メン

タルヘルスの重要性に言及することで、避難

所生活における被災者の自殺対策となり得る 

4 

 

税務課 

滞納者への納税

相談* 

滞納者から納税に関する相談を受け付

ける 

▼納期限までに納付できない住民は、生活面

で深刻な問題を抱えていたり、困難な状況に

あったりする可能性が高いため、そうした相

談を「生きることの包括的な支援」のきっかけ

と捉え、実際に様々な支援につなげられる体

制を作っておく必要がある 

7 

 

農林 

水産課 

 

 

 

農業経営 

支援業務* 

柑橘振興対策補助金 

多面的機能支払交付金 

中山間地域等直接支払交付金 

農業経営資金利子補給金 

青年就農給付金 

獣害対策事業補助金 

▼農業経営に活用できる補助金、利子補給等

総合的な経営支援を実施することによる農業

経営の下支えを行う 

▼事業実施時の経営計画策定に伴う関係機関

と連携した相談、助言を行う 

4 
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農林 

水産課 
農業分野での 

労働力確保 
雇用確保事業（無料職業紹介所の運営） 

▼農繁期の労働力確保による経営安定を図る 

▼農作業への就労希望者に対するあっせん業

務 

4 

 

建設課 
町営住宅に係る

事務* 

町営住宅の管理事務・公募事務を行う。 

住宅に困窮する低所得者に対し、所得に

応じた低廉な家賃で賃貸し、住民の生活

の安定と社会福祉の増進を目指す 

▼公営住宅の居住者や入居申込者は、生活困

窮や低収入など、生活面で困難や問題を抱え

ていることが少なくないため、自殺のリスク

が潜在的に高いと思われる住民に接触するた

めの、有効な窓口となり得る 

7 

 

生活 

環境課 

ふれあい 

収集サービス 

ごみ出しが困難な方のために、役場職員

が家庭訪問し、無料でごみ・資源を回収

するサービス（高齢者等ごみだし困難者

支援事業） 

▼孤独・孤立や認知症の発症等高齢者特有の

理由により、ゴミ出しが困難となり、家の中が

荒れたり、更にはゴミ屋敷化するなど、生活環

境の悪化により精神的にも荒廃してしまう場

合がある 

▼独力でのゴミ出しが困難な高齢者や障がい

のある方への支援は、自殺のリスクを抱える

住民へのアウトリーチ策となり得る 

6 

上下水道料金及

び下水道受益者

負担金徴収業務

* 

上下水道料金等滞納者に対する料金 

徴収（集金）事務 

▼上下水道料金等を滞納している人への料金

徴収時に、問題を抱えて生活難に陥っている

家庭に対して、徴収担当職員が必要に応じて

他機関へつなぐ等の対応、又は相談先情報の

提供を実施 

7 

 

 

いじめ問題 

対策連絡協議会 
 
※いじめ問題 

対策審議会 

法務局の支局長をはじめ町内外から委

員 12 名で構成し、年 2 回程度の研修会

を実施 

※重大事態が発生した場合 

▼町内の各学校の状況等を踏まえ、様々な立

場の方たちとともに、現在の子どもたちの抱

える問題等の研修を積み、意見交換すること

で、今後の児童生徒の対応の参考とする 

1 

2 

5 

教育 

委員会 

教職員の 

健康管理 

職員の心身の健康チェック ▼自殺総合対策大綱に記載されている児童生

徒の自殺対策に資する教育の実施を行うに

は、まず小中学校の教職員の心身の健康を保

つ必要があることから、ストレスチェックを

行う 

▼必要に応じて、健康管理医の面談等を実施

する 

2 

 

 

熊野教育支援 

センターとの 

連携事業 

東紀州地域において、不登校や不登校傾

向にある児童生徒の相談や支援（相談会

の案内及び実施） 

▼定期報告を含め、学校との情報共有を行い、

児童生徒・保護者（家庭訪問を含む）の教育相

談や学習支援にあたり、望ましい行動の在り

方や、心を育て、未然防止に取り組む 

5 

 

 

 

 

スクールカウン

セラー派遣事業 

三重県教育委員会より各学校にスクー

ルカウンセラーを派遣 

▼各学校の児童生徒、保護者、教職員の相談や

支援にあたり、望ましい行動の在り方や、心を

育て、未然防止に取り組む 

5 

各種相談窓口 

の周知 

三重県教育委員会が開設している相談

窓口等のリーフレットやチラシを全校

▼「ミニレター」「子どもの人権 110 番」など

町内児童生徒・保護者がいつでも電話等で相

5 



第５章●資料                                                        

21 

 

各種相談窓口 

    の周知 

児童生徒や家庭に配布 談することができる機関と連携し、その機関

をリーフレットやチラシ等で周知し、未然防

止に取り組む 

要準要保護児童

生徒就学援助費

の支給 

経済的に困窮し就学援助を必要とする

児童生徒の保護者に対し、学用品費等の

費用を支給 

▼経済的に困窮している家庭を支援すると同

時に、民生委員、児童委員との接点を設けるこ

とで、地域での支援につなげられるよう実施 

7 

 

健康 

福祉課 

御浜町自殺対策

計画推進連絡会

議* 

自殺の現状把握及び調査・分析 

自殺対策計画の策定及び総合的な自殺

対策の推進 

関係機関と連携した自殺対策の取組等 

▼町の自殺の現状を把握し、調査・分析を行う

とともに、関係機関と連携した総合的な自殺

対策の推進に取り組む 

1 

総合相談 

・支援事業* 

①相談及び啓発に関する事業 ②地域

ケアネットワーク事業 ③実態把握→

看護師による 65 歳以上の方の自宅訪問 

：本人、家族、近隣住民、地域ネットワ

ーク等を通じた様々な相談を受けて、初

期段階での相談対応を行い、必要に応じ

て、専門的・継続的な相談支援を行い、

介護保険サービスや地域支援などにつ

なげていき、高齢者が住み慣れた地域で

生活していくことを支援 

▼介護や予防教室等への参加など、行政側で

関りの把握できていない高齢者を対象に戸別

訪問を行い、実態把握することで、状況に合わ

せた支援や相談ができる体制を取ることで、

閉じこもり予防や自殺予防につながる取組と

考える 

▼また、行政だけの把握ではなく、近隣住民や

民生委員、介護保険事業所などの地域ネット

ワークにより、高齢者の変化に早期に対応す

ることで自殺対策になり得る 

6 

1 

権利擁護事業 

①成年後見制度の利用支援 ②権利擁

護に関する支援体制と高齢者無料法律

相談 ③高齢者虐待や消費者生活対策

としての見守り支援 ④権利擁護研修

会等の開催 ⑤紀南権利擁護支援体制

連絡会の開催 

：認知症高齢者の増加やひとり暮らし高

齢者等の増加が見込まれる中で、消費者

被害や高齢者虐待等の高齢者権利擁護

に関する問題に対して、成年後見制度の

活用促進や高齢者虐待への対応、困難事

例への対応、消費者被害の防止対応など

を行う 

▼高齢者虐待や消費者被害、様々な課題を抱

える高齢者やその家族へ関わることで、権利

擁護の立場で支援を行い、その世帯で起こっ

ている問題を共有し、解決方法を一緒に考え

る体制とすることで、自殺対策になり得る 

6 

介護予防ケア 

マネジメント 

①介護予防支援事業 ②介護予防ケア

マネジメント（総合事業分） ③介護予

防啓発及び研修会等の実施 

：高齢者が要介護状態になることをでき

る限り防ぐ、要支援・要介護状態になっ

てもその悪化をできる限り防ぐことを

目的に、高齢者自身が地域における自立

した日常生活を送れるよう支援 

 

▼個別のケアマネジメントから、高齢者の変

化に気付いて対応していくことや、介護予防

啓発・研修会を開催することで、住民・高齢者

に対して自立支援・重度化防止につなげると

ともに相談窓口の明確化を図ることで、自殺

対策になり得る 

6 

教育 

委員会 
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認知症総合支援

事業 

①認知症初期集中支援推進事業 

②認知症地域支援・ケア向上事業 

：保健・医療及び福祉に関する専門知識

を有する者による認知症の早期におけ

る症状悪化の防止のための支援やその

他の認知症である又はその疑いのある

高齢者に対する総合的な支援を行う事

業 

▼地域での孤立を防ぐことも兼ね、地域住民

に認知症を理解してもらうために認知症サポ

ーター養成を行ったりしながら、普及啓発を

実施 

▼認知症状に悩んでいる高齢者やそのご家族

に対して早期発見・早期対応を行うほか、困難

事例として対応するケアマネジャーの支援も

含め、認知症高齢者やその家族が、問題を自分

たちで抱え込むことなく関わることで、自殺

対策になり得る 

6 

生活支援体制 

整備事業 

社会福祉協議会に生活支援コーディネ

ーターを配置し、福祉人材確保や育成に

関する取組を行うとともに、近所の人が

集う場であったり、趣味や目的に合わせ

た集いの場、地域に開放されるいきいき

サロンの開設など高齢者の多様なニー

ズに合わせた居場所づくりを進めてい

く 

▼福祉人材確保・育成を行うことで、高齢者を

支える「担い手」が増え、高齢者・家族支援に

つながる。また、高齢者自身が担い手になり、

生きがい活動の場を確保したり、高齢者が地

域に出て色んなつながり作りをすることで、

自殺対策にもなり得る 

6 

地域包括ケア 

会議* 

①個別ケア会議 ②地域包括ケア会議 

：地域包括ケアシステムの実現のため、

医療、介護、福祉等の多職種が協働して、

高齢者個人に対する支援の充実や高齢

者に対する支援とそれを支える社会基

盤の整備を同時に進める 

▼地域の高齢者が抱える問題や自殺リスクの

高い方の情報等を把握し、地域包括ケア会議

で共有することで、事業展開する関係者間で

の連携強化や地域資源の連動につながること

で自殺対策になり得る 

6 

1 

一般介護予防 

事業 

①介護予防普及啓発事業②地域介護予

防活動支援事業③介護予防事業対象者

把握事業④介護予防事業評価事業⑤地

域リハビリテーション活動支援事業 

：介護予防に関する基本的な知識を普

及・啓発するための事業や有識者による

講演会の開催などを行う。また、運動機

能の向上、転倒・認知症予防、低栄養予

防、口腔ケア等を目的とした各種介護予

防教室を、福祉健康センターや公民館等

で利用者のニーズ・状況をみながら開催

するとともに、自主活動への移行支援等

も行う 

▼介護予防に関する知識の普及や相談窓口の

提示、運動教室など介護予防活動支援を実施

し、生きがいづくりをサポート。訪問などによ

る地域の情報から閉じこもり等のいずれかの

支援を要するものを把握し、早期に支援につ

なげることで自殺対策になり得る 

▼運動器、栄養、口腔の視点から介護予防を促

進することで、生きがいづくりの促進にもな

り、様々なつながりづくりにもなり、自殺対策

にもなり得る 

6 

 

地域福祉 

推進事業* 

 

地域福祉計画において目指している、

「みんなでつなぐ 地域のわ」を基本理

念とした地域共生社会の実現に向けて、

社会福祉協議会へ委託し、計画に基づき

▼地域包括ケアと自殺対策との連動は今後の

重要課題ともなっており、地域福祉ネットワ

ークはその連動を進める上での要となり得る 

▼地域に出ていくことにより、地域の困りご

４ 

健康 

福祉課 
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地域福祉 

推進事業* 

事業を実施している。地域住民や民間団

体の自主的な福祉活動を支援し、地域住

民の多様な福祉ニーズに対応できるよ

うにするため、住民・行政・社協が協働

しながら地域福祉を推進していくこと

とする 

①社会福祉協議会を窓口とした総合相

談体制の構築など、包括的支援体制構築

事業の実施。（我が事丸ごと推進事業） 

②地域福祉計画策定委員会による地域

福祉計画の策定と座談会(年 1回)の実施 

③御浜町社会福祉協議会運営事業補助金 

④ふれあい配食サービス支援事業補助金 

⑤地域サロン支援事業補助金 

とや、要支援者の安否情報の収集ならびに関

係者間での情報等の共有を図り、スムーズな

関わりを図ることができる 

▼相談支援包括化推進員や民生委員、ボラン

ティアによる相談活動や見守り活動は、地域

において自殺リスクを抱えた対象者の早期発

見と支援にもなり得る 

民生・児童委員

支援事業 

民生・児童委員活動への支援及び協議会

活動支援の実施 

▼相談者の中で問題が明確化しておらずと

も、同じ住民という立場から、気軽に相談でき

るという強みがあり、地域で困難を抱えてい

る人に気づき、適切な相談機関につなげる上

で、地域の最初の窓口として機能し得る活動

を支援する 

２ 

福祉バスの運行

* 

移動手段を持たない高齢者や障害者の

方々の通院や買い物など、生活交通の支

援を行う 

▼他に移動手段を持たない町内の高齢者や障

がい者等の買い物や通院等の生活交通を確保

し、生きがい作りや社会参加の促進を図り、福

祉の向上を目指す 

▼バスの運行により、社会参加や住民同士の

交流の促進、疎外感の解消につながる 

６ 

福祉医療費 

助成制度 

心身障がい者医療費助成 

ひとり親家庭等医療費助成制度 

子ども医療費助成制度 

▼費用面の心配から、受診を控えてしまうこ

とを防いだり、早期受診につながるための支

援としての位置づけもあり、医療機関とのつ

ながり支援ともなる 

４ 

養護老人ホーム

への入所措置 

65 歳以上で経済的理由等により自宅で

の生活が困難な高齢者への入所手続き 

▼老人ホームへの入所手続きの中で、当人や

家族等と接触の機会があり、問題状況等の聞

き取りができれば、家庭での様々な問題につ

いて察知し、必要な支援先につなげる接点と

もなり得る 

７ 

生活困窮、生活

保護に関する相

談受付事務* 

生活困窮者に対する相談受付を行い、世

帯状況に合わせた関係機関へ引き継ぐ

（生活保護申請受付事務・生活困窮者自

立支援事業への相談を含む） 

▼生活困窮に関する相談は、自殺予防に直結

する相談となることも多いことから、自殺の

リスクが高い人々にアプローチするための機

会となり得る 

７ 

４ 

紀南地域障害福

祉計画・障がい

児福祉計画策

障がい者計画及び障がい福祉計画の進

行管理を行うとともに、次期障がい者計

▼障がい者福祉事業と自殺対策事業との連携

可能な部分の検討を進めることにより、両事
４ 

健康 

福祉課 
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定・管理事業 

（熊野市・紀宝

町・御浜町） 

画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計

画の策定を行う 

業のさらなる連携の促進を図ることができる 

地域活動支援セ

ンター事業（日

中一時支援事業

を含む） 

障がい者（児）を介護する者が、疾病等

の理由により居宅における介護ができ

ない場合に、一時的に施設に預け、必要

な保護を行う 

▼給付以外の活動の場の確保を行うととも

に、障がい者（児）の状態把握を行うことで、

虐待等の危険を早期に発見するための機会と

もなり得るとともに、自殺リスクへの早期対

応にもつながり得る 

▼介護の負担を軽減するという意味で、支援

者（介護者）への支援としても位置付け得る 

４ 

障がい児支援に 

関する事務 

児童発達支援・医療型児童発達支援・放

課後等デイサービス・保育所等訪問支援 

・障がい児相談支援 

▼障がい児を抱えた保護者への相談支援の提

供は、保護者に過度な負担が掛かるのを防ぎ、

結果として保護者の自殺リスクの軽減にも寄

与し得る 

４ 

障害者自立支援

事業 

制度に基づき、障がいに合わせた給付事

務（訪問・通所・補装具の給付等） 

▼障がいに合わせて、必要な支援を行うこと

により、早期から関わることができ、自殺リス

クの軽減にも寄与し得る 

４ 

訓練等給付に 

関する事務 

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援

A 型 B 型・共同生活援助等の訓練給付 

▼障がい者の自立支援を考えるうえで、就労

の場の確保は重要な位置づけであるが、何ら

かの支援を行うことで就労等に繋がったり、

生きがいづくりへとつながることにもなり、

そうした支援を行うことで自殺リスクの軽減

にも寄与し得る 

４ 

障がい者 

相談支援事業 

障がい種別に関わらない一次相談窓口 

二次相談機能（専門性の高い相談）を 3

市町で共同設置して支援を実施 

▼障がい者自身が抱える様々な問題、その家

族も含めた世帯で抱える問題など、適切な支

援先へとつなげる上での最初の窓口となり得

るもので、そうした取組は自殺リスクの軽減

にも寄与し得る 

４ 

障がい者差別 

解消推進事業 

障がいを理由とする差別の解消を推進

するため、障害者基幹相談支援センター

に相談窓口を設置するほか、住民や民間

事業者等に対し周知・啓発を実施 

▼必要時に適切な機関へつなぐ等の対応につ

いて理解を深めてもらい、自殺リスクを抱え

た人の把握、支援を拡充ができる 

４ 

地域自立支援 

協議会の開催 

医療・保健・福祉・教育及び就労等に 

関係する機関とのネットワーク構築 

▼医療や福祉等の各種支援機関の間に構築さ

れたネットワークは、自殺対策（生きることの

包括的支援）を展開する上での基盤ともなり

得る 

１ 

障がい者虐待の 

対応 

障がい者虐待に関する通報・相談窓口の 

設置 

▼虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護

者を支援していくことで、背後にある様々な

問題をも察知し、適切な支援先へとつないで

いく接点（生きることの包括的支援への接点）

にもなり得る 

 

４ 

健康 

福祉課 
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親子教室 

1 歳半健診後の発達の確認及びフォロー

を目的とした遊びの教室。児童発達支援

センターの保育士が療育を実施 

：毎月２回 

▼発達の遅れや育てにくさを感じる子を持つ

親は、日常的に負担感を抱えている可能性が

高い。教室参加を通じ、そうした悩みを把握

し、適切な支援につなげる機会になり得る 

４ 

巡回相談 

（児相） 

児童相談所心理司による発達検査を用

いた発達相談 

：隔月 1 回 

▼子どもの発達に関して専門家が相談に応じ

ることで、母親の負担や不安感の軽減に寄与

し得る 

▼児相との接点ができることで、女性相談、ペ

アレントトレーニングといった、より専門的

な支援の提供が身近となる  

４ 

広域二次健診 

紀南地域母子保健推進協議会による広

域事業 

発達に課題のある子どもに対し、小児科

の医師より専門的なアドバイスが受け

られる 

▼子どもの発達に関して専門家が相談に応じ

ることで、母親の負担や不安感の軽減に寄与

し得る 

▼必要時に他関係機関や医療機関と連携を行

うことで、包括的な支援を提供し得る 

４ 

きなん子ども 

ネット巡回相談 

れんげの里尾鷲分室相談員、障がい者総

合相談支援センターあしすと相談員、く

ろしお学園コーディネーターによる相

談事業 

：月２回 

紀宝・熊野・御浜の広域で実施 

▼子どもの発達に関して専門家が相談に応じ

ることで、母親の負担や不安感の軽減に寄与

し得る 

▼必要時に他関係機関と情報共有、つなぐ等

の連携を図ることで、包括的な支援を提供し

得る 

４ 

子ども発達相談 
臨床心理士による、子どもの発達相談  

：一枠 30 分・週 1 回 

▼子どもの発達に関して専門家が相談に応じ

ることで、母親の負担や不安感の軽減に寄与

し得る 

▼必要時に他関係機関と情報共有、つなぐ等

の連携を図ることで、包括的な支援を提供し

得る 

４ 

５歳児調査 

年長時点での発達状況、保護者の心配事

を確認し、必要な支援と相談を行うこと

でスムーズな就学への適応を目指す事

業 

▼全数調査であることから、自殺リスクを抱

えた保護者の発見につなげることができる可

能性がある 

４ 

連携会議 

福祉・保健・教育が集まり、支援の必要

な子どもへの支援の方法や環境整備に

ついて協議 

：年 3 回 

▼各関係機関と情報共有をする中で、リスク

を持つケースの早期発見を行い、速やかに適

切な支援につなげることができる 

１ 

セカンドブック

訪問 

育児負担の大きくなる２歳で絵本を用

いたアプローチを行い、支援の必要な家

庭の早期発見、支援につなげる事業 

▼全数対象事業であることから、自殺リスク

を抱えた保護者の発見や、発達の不安やイヤ

イヤ期のＳＯＳを拾いあげ、心身負担の軽減

につなげることができる 

４ 

５ 

実態把握訪問 
転入などで養育環境および発達状況を

確認できていない 0~18 歳までの児を

▼転入 2 カ月以内に接触を図り、状況把握に

努めることで、自殺のリスクを抱えた保護者
５ 

健康 

福祉課 
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対象にした、子育てガイドを用いた訪問

支援の必要な家庭の早期発見、支援につ

なげる 

の早期発見、支援につなげることができる 

子育て支援室 

おひさまの運営 

地域の子育て支援拠点として、保育所等

に入園前の０歳からの子どもと保護者

の方に自由な遊びの場・親子の交流の場

を提供 

保育士による子育て相談や、一時預かり

の実施 

▼保育士による子育て相談などを通じて、リ

スクを早期に発見し、他の機関へとつなぐ等、

保育士が気づき役やつなぎ役としての役割を

担えるようになる可能性がある 

４ 

保育の実施 

(公立保育所) 
公立保育所による保育、子育て相談 

▼保育士による子育て相談や、保護者との普

段の関わりなどを通じて、リスクを早期に発

見し、他の機関へとつなぐ等、保育士が気づき

役やつなぎ役としての役割を担えるようにな

る可能性がある 

４ 

ファミリー・ 

サポートセンタ

ーの運営 

子育てを助けてほしい人（依頼会員）の

要望に応じて、子育てのお手伝いができ

る人（サポート会員）を紹介し、地域で

子育てをサポートしていく会員の組織

化 

▼サポート活動を通じて、子育てに関連する

悩みやリスクを発見し、必要時には専門機関

の支援につなげるなど、サポート会員が気づ

き役やつなぎ役の役割を担えるようになる可

能性がある 

４ 

要保護児童対策

協議会 

虐待を受けている子どもを始めとする

要支援対象児童等について、関係機関等

が必要な情報の交換を行うとともに、適

切な連携の下で対応を協議することで、

要保護児童等の適切な保護又は支援を

図る 

▼子どもへの虐待は、家庭が困難な状況にあ

ることを示す一つのシグナルであるため、保

護者への支援を通じて問題の深刻化を防ぎ、

自殺リスクの軽減にもつながり得る 

▼被虐待の経験は、子ども自身の自殺リスク

や成長後の自殺リスクを高める要因にもなる

ため、子どもの自殺防止、将来的な自殺リスク

を抑えることにおいても、児童虐待防止は極

めて重要である 

４ 

児童扶養手当 

受付事務 

児童扶養手当の申請、届出等にかかる受

付事務 

▼家族との離別や死別により、ひとり親家庭

になることで、育児や経済的な負担が増える

可能性がある。扶養手当の受付機会を、不安を

抱えている一人親の母または父との接触窓口

として活用し得る 

７ 

健康増進事業 

各種生活習慣病予防や健康づくりにつ

いての講演会や個別指導、教室等を行う 

糖尿病予防検診を実施 

健康増進計画に基づく事業の推進 

▼生きるための包括的支援を推進するにあた

り、健康を維持することは密接に関係するた

め、住民への周知啓発においてはその旨を盛

り込む 

４ 

こころの 

健康づくり事業

* 

依頼のあった団体などにメンタルパー

トナー養成講座を行い自殺対策に関す

る地域の支援者を養成 

心の健康づくり講演会を開催 

▼こころの健康づくり事業を推進する中、自

殺予防の観点も盛り込むことで住民の理解の

推進を図る 

２ 

３ 

４ 

健康 

福祉課 
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精神保健に関する一次相談や専門機関

との連携、家庭訪問などによる社会生活

支援を行う 

母子保健事業* 

母子手帳交付 

妊婦、産婦健康診査 

産後ケア事業 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 

赤ちゃん教室等 

：上記の事業を通じ、安心安全な出産ま

た子育てを行えるよう支援する 

▼妊娠出産子育てにおける負担は大きく中に

は精神的に大きな問題を抱えることも多い。

事業を通し異常の早期発見や問題解決への途

切れのない支援を行う 

４ 

思春期教育 

紀南地域母子保健医療推進協議会にお

いて、高校生に対しライフプラン教育を

行う 

要望のあった学校の生徒に対し赤ちゃ

んふれあい体験を行う 

▼望まない妊娠などは児童生徒に精神的な問

題を残しやすい。正しい知識を得ることでラ

イフプランを自ら設計できる力を身につける 

４ 

 

 

  

健康 

福祉課 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんが

み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対

策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて

自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる

社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な

社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健

的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わ

った後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。 

４ 自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の

団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、自殺対策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に

応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の

心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国民の責務） 

第六条 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 自殺対策基本法（平成 28年 4月１日改正） 
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（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第七条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生

活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。 

 

（施策の大綱） 

第八条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めな

ければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じな

ければならない。 

 

（年次報告） 

第十条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関

する報告書を提出しなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

（調査研究の推進等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、

分析及び提供を行うものとする。 

２ 国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとする。 

 

（国民の理解の増進） 

第十二条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国民の理解を

深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策

を講ずるものとする。 

 

（心の健康の保持に係る体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備

に必要な施策を講ずるものとする。 
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（医療提供体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある

者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経

験を有する医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷

害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、

救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生

を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺未遂者に対する支援） 

第十七条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適

切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺者の親族等に対する支援） 

第十八条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な

心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものと

する。 

 

（民間団体の活動に対する支援） 

第十九条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要

な施策を講ずるものとする。 

 

第三章 自殺総合対策会議 

 

（設置及び所掌事務） 

第二十条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 第八条の大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進

すること。 
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（組織等） 

第二十一条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定

する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規

定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条

第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。 

 

  

 

  



第５章●資料                                                        

32 

 

 

 

自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるもので

す。平成 19 年６月に初めての自殺総合対策大綱が策定された後、平成 20 年 10 月に一部改正、平成 24

年８月に初めて全体的な見直しが行われました。また、平成 28 年の自殺対策基本法改正の趣旨や我が国

の自殺の実態を踏まえた見直しが行われ、平成 29 年７月、「自殺総合対策大綱 ～誰も自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指して～」が閣議決定されました。 

 自殺総合対策の基本理念や基本方針等が整理され、当面の重点施策に「地域レベルの実践的な取組への

支援を強化する」「子ども・若者の自殺対策を更に推進する」などが新たに加えられました。また、最終

的に目指すべきは「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現であるとしつつ、当面の目標として

は、先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指して、平成 38（2026）年までに、自殺死亡率を平

成 27 年と比べて 30％以上減少させることとなりました。 

 

 

 

 

 

３ 自殺総合対策大綱（概要） 
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主な参考資料 

●市町村自殺対策計画策定の手引（厚生労働省）

●地域自殺実態プロファイル 2018 更新版（自殺対策総合推進センター） 

●地域自殺対策政策パッケージ（自殺対策総合推進センター） 

●NPO 法人ライフリンク「自殺実態白書」
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